
平成２８年７月８日(金)
福岡雷山ゴルフ倶楽部
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ｽﾀｰﾄ時間

1 大矢 誠 鶴留 昭人 甲斐 圭治 上田 千代幸 7:58 小西 裕和 小林 宏輔 緒方 康憲 杉本 数政 1

2 岸川 勇人 安河内 努 井上 勘昭 伊鹿倉 実 8:05 坂本 達也 門見 和久 犬童 哲二 清田 武 2

3 小田 秀親 野坂 文男 瀧田 貴之 戸上 康彦 8:12 川辺 敏行 川島 幸雄 高尾 陽介 米倉 雄一郎 3

4 赤星 英昭 久保田 哲 瀬川 政幸 庄嶋 毅 8:19 藤井 茂樹 庄野 寿喜 小倉 慶太郎 小林 竜彦 4

5 村上 雅一 坂本 年弘 yuen adrian 一木 ひかる 8:26 寺野 純裕 田中 臣剛 徳山 東吉 石川 茂 5

6 津田 敏茂 進藤 裕明 木村 直幸 奥田 篤朋 8:33 松岡 國男 長野 清一 工藤 修二 樋口 新一 6

7 西澤 幹 森坪 秀明 藤本 不二生 林 栄一 8:40 末廣 浩司 牧内 英樹 藤永 徳治 藤永 佳昭 7

8 久保 倫幸 今村 大志郎 柿田 哲男 柿田 淳子 8:47 永門 優作 中尾 総 神山 太一 坂口 修 8

8:54

9 田中 久志 堀川 秀樹 井上 政人 川崎 治郎 9:01 石井 新也 山岡 勇喜 君嶋 沙織 君嶋 誠一 9

10 赤瀬 裕二 城土 光太郎 福田 健一 堀 忠嘉 9:08 伏原 浩治 佐々木 敏彦 入江 貴士 大塚 博文 10

11 村山 嘉彦 林 文男 中川 幸次 山﨑 幸二 9:15 立石 勇 白川 雅路 中村 健二 青柳 正美 11

12 五十森 達哉 竹本 健太 温井 巧造 岡田 正洋 9:22 三戸 高子 本田 博一 波多江 大和 篠崎 良 12

13 森本 徹 宇都宮 正幸 本村 正幸 坂元 昭夫 9:29 石田 一聖 進 雅樹 見月 康一 大森 義也 13

14 宮城 マルコ 野上 英司 田代 寿博 金井 裕和 9:36 玉木 慶貴 山本 純也 栗山 祐一 奥 明宏 14

15 石川 顕潤 熊本 祐治 本山 浩一 本山 海地 9:43 福田 真吾 江口 信二 吉田 宗弘 松永 好一郎 15
　　※この組合せは諸事情により、変更することがあります。

　　※最終組が２サムでのプレーの場合、キャディがマーカーを致します。　　競技委員長

九州大会 予選②会場
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